
 
  

会員の近況報告＆メッセージ（2020 年度） ✉✍ 

      

  安宅 一夫 新しい日常にチャレンジしています。先哲、福屋茂見翁の「健康にまさる宝なし」という言葉

が身にしみます。ご自愛下さい。 

  荒木とみえ 介護予防の為にと、日頃参加していたサークルも新型コロナウイルス禍で一斉に活動休止に

なりました。その結果、心身共に衰えが進みそれを少しでも回復させたいと一人でウォーキ

ングを行っています。来年度の貴農同志会には是非皆様と元気にお会いできることを楽しみ

にしています。 

  石黒 直文 コロナのお蔭で、１００日以上蟄居閉門の生活を強いられていましたが、久し振りに十分な

読書の時間を与えられました。世の中悪いことばかりではありませんネ。 

  市川  治 ご苦労様です。新型コロナのもとで、日常の外出など、行動や生活が変わってきています。し

かし、活動は従来通り、職員組合、研究所など忙しくやっています。大学退職後、今年は７年

目ですが、元気にすごしていきたいと思っています。皆様のご健康をお祈り致します。 

  伊藤 茂生 同志会役員の皆様ご苦労様です。総会運営の特別措置を承認致します。 

  伊藤 多香子 主の御名を賛美します。学校も様々な工夫と努力が続いています。一番苦しい時に共に祈る

ことができて本当に良かったと実感しました。キリスト教学校であることに感謝です。皆様

の上に神様の御守りとお祈りしております。 

  猪野毛昭男 定期的に通院検査を受診しています。新型コロナウィルス感染防止の不急不要の外出をさけ

自粛しています。一日も早く終息されることを願っています。 

  今井 紘子 後期高齢者の仲間入りをして２年目です。さすがに活動は静かになりました。自家用の野菜

を作り、他者との係りを持ち、自分に刺激を与えるべく、俳句、書等に親しみ、己を鼓舞して

おります。すっかり様変わりをした酪農学園ですが、ますますの発展を祈っております。 

  岩井  洋 教育・研究に毎日元気に取り組んでいます。非常勤先大学では独語・英語・文学を、札幌のカ

ルチャーセンターでは独語・環境を講じています。遠隔授業では添削中心の形を取り、学生

との一対一でのやりとりが可能で充実した新鮮な時間となっています。また英語翻訳につい

ては業務対象を企業翻訳から出版翻訳へと切り替えつつ、残された老力を振り絞り努力中で

す。 

  内生蔵啓貢 今年も稀に往診依頼があり、細々と犬猫の診療を続けています。聖書と祈りの会がお休みで

暫く皆様ともお会いできず、犬と散歩する毎日です。皆様のご健康とご多幸をお祈り致して

おります。 

  浦端 昭雄 新型コロナーに依り、活動中止で悔やんで居りましたが最近ようやく、ボランティアに微力

ながら働いて居ります。 

  江口 祐子 コロナ禍で国内外に旅行できないのが残念です。週３回ほどテニスを楽しんでいます。 

  大北 直子 皆様と同じく、コロナ禍の中で、自粛をせざるを得ないこの数カ月、楽しみにしていた合唱

サークルも、休止状態、語学もオンライン授業 etc、せめて自宅の庭の草むしり・・・・と思

って、少しづつ、している毎日、ボケぬように、しなければ・・・ 



  大串 チヱ子 コロナは全人類に神聖復活への気づきを与えてくれている。私ごとですが、保母になるため

に今年入学した短大生孫娘をあずかってます。その子の弟がとわの森高に入学してサッカー

一部で頑張っております。ちなみに私の長女が三愛を卒業しており、その長男が機農学科を

卒業して現在酪農を継いでおります。つまり長女の息子２人とわの森にご縁があります。み

んな頼もしい。 

  太田 一男 多くの人々に支えられて、老々介護の生活に入っています。皆様の御多幸を祈ります。 

  大泰司紀之 近年、２００４年に新設された生命環境学科（現 環境共生学類）をご定年の先生方が会員に

加わりましたので、お会いできる日を楽しみに致しております。先日、NHKTV の”あさイチ”

を観ていたら、生命環境学科１期生の野付半島ネイチャーセンターレンジャーが、野付の自

然生態系について説明をしていました。対岸の国後のレンジャーと毎年行っていますが、野

付は近年人気スポットです。ネイチャーセンターの HP から予約すれば、ガイド付のツアー

に参加できます。 

  大高 全洋 今年は国連の「国際家族農業１０年（2019～2028)２年目。当地では来年２月２８日（日）庄

内町響（ひびき）ホールで東北農民管弦楽団の「庄内記念公演」を予定しています。新型コロ

ナ禍の第２波、第３波が心配です。ポストコロナのグローバルな新自由主義に代わる「健土

健民」と”三愛主義”そして＜酪農讃歌＞永遠たれ！ 

  大中 隆 会員の皆様 こんにちは。往復１００km の通勤生活は３年が経過しました。コロナ休校で、

学校が再開して１カ月… 現場では様々な対応のもと、通常へ向けて少しずつ進んでいます。 

  小野 愃弘 ”コロナ巣ごもり”ニセコで静かに過ごしております。毎日花畑づくりやゴルフが楽しみの生

活です。学園の様子は時々知人等から聞きますが順調に活躍しているとのこと、うれしく思

っています。貴農同志会の発展と会員の皆様が元気でありますよう祈っております。 

  垣内 惠子 コロナの為、教会の礼拝出席もままならず、合唱団の活動も行えずに、ひたすらステイホー

ムしております。元通りの生活は無理だとしても、一ときも早い終息を願うばかりです。皆

さまのご健康をお祈りいたします。 

  加藤 勲 2018 年 6 月に脳梗塞になり約 2 年程経過しました。一時は車椅子生活になると思いましたが

現在はリハビリの結果一人で歩ける程まで回復しました。それまでは大変健康でしたが現在

は少しずつ体力を回復しつつあり、もう少し足が丈夫になれば大学への行くことができます。

皆様も体調に十分注意してお過ごし下さい。私は退職して約１０年経過しまして大学もいろ

いろ変わり先生方も大変と思います。 

  加藤 清雄 1 年前に４０年間住み慣れた厚別から中央区に引っ越しました。豊平川沿いなので外出自粛

期間に始めた河川敷散歩が毎朝の日課になっています。 

  加藤 敏文 外出も全く自由な気持ちにならない日々ですが、他大学のオンライン授業と畑仕事で野菜づ

くりを楽しんでいます。皆様ともにコロナに負けないよう、頑張りましょう。 

  加藤 正勝 夏はパークゴルフと家庭菜園を楽しんでいます。冬は健康のため散歩をしています。 

  金田 孝次 ご案内ありがとうございました。貴会を始め私の所属しておりますサークルの諸活動がコロ

ナのために中止され、この在宅の 3 か月を活用して自分史や漢詩本など、小冊子 4 点作成に

とり組み 2 冊完成。あとは年内作成を目指しています。短大五期の会も 6 月上旬に計画しま

したが中止になり残念です。一日も早くマスクなしの普通の日常がもどってほしいと念じて

います。貴会のご発展をお祈りしています。 



  金田 隆一 このような状況の中、役員の皆様大変おつかれ様です。体育実技（非常勤講師）のお手伝いも

今年度限りになりました。寂しい感がありますが最後まで頑張ります。バドミントン関連の

業務は継続していますが、昨年 8 月に JOC 日本オリンピック委員会から委員委嘱を受けて頑

張ってます。 

  北倉 公彦 年寄りらしく、自宅に引きこもっております。酪農学園の末永いご発展を祈ります。 

  工藤 英一 激変した環境の中で、人々の交流が否定されかねない状況はなかなか納得できないでいます。

気分転換で始めた畑仕事は今や主業の位置を占めつつあります。どんな状況になってもいつ

かまた皆様とお会いでき、交流を深めることが出来ると信じています。 

  國本 隆美 ６月より日本赤十字中国四国ブロック血液センターに就職しました。血液製剤を作っていま

す。 

  小阪 進一 「2019 年度貴農同志会関連の作業・事業報告」をみますと工藤事務局長の負担がとても大き

いのがわかります。何とか他の役員に分担するなど軽減することを検討してみてはいかがで

しょうか。                                今のとこ

ろ何とかコロナに感染しないで元気に過ごしています。一日も早くワクチンができて緊張の

少ない生活を望みます。皆様のご健康を心からお祈りいたします。 

  小堀 一幸 ８４歳になります。もう少し頑張ってみようと思っています。皆様方のご健勝をお祈りしま

す。 

  小松 純子 少々身体の具合が悪く、入院しておりますので返答が遅れましたことお許し下さい。 

  小山 勇夫 オリンピックが延期になったせいで、少し時間に余裕が出来ました。車も手放し、自転車と

歩きの生活です。新型コロナの影響でどこに行くのも制限があるようですが、頑張って過ご

して生きたいですね。 

  小山 嘉宣 御案内ありがとうござます。コロナ禍の最中ですが、何かと元気に過ごしています。早く収

まって普通の生活に戻ってほしいものです。皆様も感染する事なく今回の災禍が過ぎる事を

祈ります。 

  榮   忍 江別教会牧師として勤めながら併設の若葉幼稚園長となりました。とわの森の卒業生が数名、

母親として再会。不思議な導きを感じています。 

  坂本  勲 体力体調維持を第一に地域活動を中心に活動しております。コロナの収束を願い、学園活動

が正常に戻ることをお祈り致します。 

  坂本 与市 四捨五入すれば、もはや卒寿です。春も冬も週一マスクして、里山公園で昆虫撮り三昧。公園

の広さは、横濱市大木原生物研究所（旧国立伝研）から明治学院大文学部までの約２キロも

あります。懐かしい諸賢の無事息災を遥かに祈念いたしております。 

  澤田 麗子 新型コロナウィルスの感染のため例年とは違った忙しさ、ご苦労様です。ホームページを観

ることができませんので貴農同志会会長に全て一任いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

  澤向  豊 文京台の３大学が閉鎖されて以来、現若者の姿はちらほら。未だ学生街は閑散としています。

元若者の私は毎週日曜日、キャンパス内をジョギングしながら、左右の飼料用耕作地の移り

変わりを楽しんでいます。特に今回は黄金色の菜種畑とタンポポ畑に魅了されました。担当

職員のみなさん、肥料散布、土切り返し、刈り取り作業など、本当にご苦労さまです。 

  塩見 德夫 元気にしております。 

  鹿野 昭一 元気でおります。皆様の御健康と御多幸をお祈り申し上げます。 



  篠原 功 半世紀前、私・篠原功はヨーロッパを旅していた。ロンドンのヒースロー空港でオランダの

（A)アムステルダムへ行くため女性係員にチケット見せたとき彼女はゼスウエーと言って私

を航空機へ案内。しかし、その飛行機はギリシャの（A)アテネに到着。結果、ビザ無し不法

入国で拘束されパンツの中まで調べられ。次のイスラエルのテルアビブ空港では通訳を入れ、

さらに思想調査を受けた。ときにそこはテロリストの女王・重信房子ら日本赤軍活動の舞台

だった。が、これらは今楽しい思い出に。私は今７８歳。 

  芝﨑 希美夫 栄養専門学校の教科書として「食の経済学入門」（3 版 2020 年農林出版）ようやく完成しま

した。これが最後です。いろいろお世話になりました。 

  島崎 忠利 まだ元気で暮らしています。７９才。 

  宿田 欣司 ”人生１００年時代”といわれている昨今、病を得ながらも家族に支えられながら生き抜いて

おります。諸兄姉の御健康と貴会の御発展を祈り上げます。 

  S.G．（杉船五

郎） 

ご連絡、ありがとうございます。おかげ様で元気です。今はコロナからも見逃されて居りま

す。感謝。人間五十年化天の夢、幻の如く也。一度は此の世に生を受け、滅せぬ者の有るべき

かー敦盛。織田信長が戦国の世、天下を征した時の愛句です。化天とは仏の世界の天、化楽天

を意味し、此の点は 8000 年を生きる天国です。長生きしたかったのですね。４７才で此の世

を去りました。此の世はままならぬもの、与えられた生命を二人で感謝します。 

  杉山  昇 枯れ卒寿 親しき同志 偲ぶ春、令和二年 感謝、情熱、希望の余世を楽しみましょう。 

  鈴木 明子 元気で過ごしております。皆様のご健勝をお祈りいたします。 

  S. T. 通院の病院は増えましたが、基本的には元気で過ごしております。 

  高橋 直樹 コロナ禍の影響が続く中でも食料供給の不足が深刻にならなかったのは、酪農はじめ生産活

動に従事される皆様のご尽力のおかげと感謝しております。江別を離れて４年となりますが、

再び江別に戻れる日を楽しみにしています。貴会の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

  高畑 武雄 近隣の人にいろいろとお世話になりながら元気にすごしています。 

  武内 千保 with コロナで様々な制約の中、ボランティアを励んでいます。６月～１０月は野外で週１回

でスケッチも楽しんでいます。 

  只野 恵喜 病気ですので欠席します。 

  只野 征子 病気です。 

  丹 渥 12 号線を通るたびに 11 年半の寮での勤務を思い出します。私も 75 才になりましたが、元気

に生きております。村山先生お世話になりました。会の方々の御健康を願っております。 

  千葉 昌子 元気で過ごしております。世界中が新型コロナ騒動中、今年の我が家の桜は見ごとな花を咲

かせてくれました。そのお蔭でたくさんのサクランボの実をつけました。ところが様々な可

愛い小鳥たちがやって来て人間よりも先においしそうに食べてしまいました。 

  傳田 真津子 コロナにも負けずに変わらずにいます。 

  利根川(小貫）

満子 

酪農学園建学の初心を常に忘れず、他大学にないユニークな人材の育成に全職員一丸となっ

て邁進されますことを祈り続けています。 

  中尾 敏彦 総会、懇親会を例年どおり開催できないのは残念ですが、仕方ありませんね。新型コロナ感

染症にも気をつけながら、健康に留意して、次の機会に皆様とお会いできることを楽しみに

したいと思います。 

  T． N． 高大寮務課 希望寮週１会の宿直と月２～3 回の日直をしています。今年 3 月に初孫（女の子）

が生まれました。 



  中原 准一 年齢が後期高齢者の領域に入ってきました。運動不足気味なので、散歩に出かけますが、歩

数が７０００歩弱、1 日 1 万歩を目指したい。 

  F． N． 良く分かっていないので申し訳ないのですが、同志会の旗返還の意味が良く分かりません。

コロナのせいで演奏会どころか、仲間との合奏すらできません。役員の皆様方には、コロナ

で危険な折り、会の為に御活動頂き、ありがとうございます。 

  長瀬  隆 ウォーキングを日課に、毎日、無事に過ごしています。 

  名久井 忠 お元気ですか？小生・この一年もなんとか生きのびることが出来ました。感謝です。小鳥の

声で目ざめ、土いじりを楽しむ日々です。時々丹頂鶴を追い回し、写真を楽しんでいます。向

こう一年も平安でありますように。 

  新名 正勝 元気で毎日を過ごしています。町のサークル活動と自家菜園パークゴルフに家事（掃除、洗

濯、食器洗い）が加わります。 

  橋本 久美 今の職場で１４年目です。三愛高校には本当にお世話になりました。コロナ後の世界がどう

なるのか、不安はありますが、今できることを精一杯やるしかないと思います。８月までは

リモート授業で四苦八苦していますが新しいことも始めたいと思っています。みなさまの御

健康、ご多幸をおいのりしています。 

  長谷川隆博 おかげさまで毎日元気に過ごしております。学園の発展を心からお祈りもうし上げます。 

  原 國夫 先日、東京の三愛女子高校の創期生から電話が入り、今の酪農学園は「建学の精神」が失われ

ているのを深く心配しているとの内容でした。貴農会は酪農学園の OB、OG 会ですから、今

学園の職員組合が力を失っている現状の中では積極的に学園に対して、建学の精神の復活に

ついて行動することを切に願う。（親睦だけではいけないと思う！！）       

  原田  泉 元気で毎日、畑仕事をしています。小さなビニールハウスに野菜をいっぱいつくって、キュ

ウリ、エンド豆、ブロッコリー、山ほど収穫して皆様に差し上げています。トマトは毎年１０

０本植え、一年分トマトピューレを造っています。5 回目の世界 1 周船の旅も 12 月に予定し

ています。病院がよいもしますが元気です。 

  久末 克也 現在、仕事をせず、最下、狭い庭園で花を育てています。今まで余り興味を持たなかった花々

が非常にかわいく、愛しくなり、毎日、世話をしながら、花々の美しく咲いている姿を味わっ

ています。 

  深澤 秀則 三役の皆様、大変な時期御苦労様です。酪農学園一筋に勤めて５５年目になります。現在寮

勤務（宿直、日直）を手伝っていますが、寮では新型コロナウイルスの感染を阻止する為、三

密を避け、手洗い、うがいの励行等、職員の皆様神経を集中して指導しています。我慢から希

望へと願うばかりです。 

  深澤 史樹 今年の３月末に酪農学園大学を退職いたしました。４月から北海商科大学へ移り、新しい環

境の中で教育・研究に精進いたします。母校を離れて見えてくるものもありますことを考え

たりしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

  干場 敏博 COVID－１９の影響で Stay Home 中です。この機会を利用して、菌類の生態学講座を編集

しています。菌類を共生菌・寄生菌・腐生菌に区分し、生態調査や多様性解析および環境適応

について１５回に渡って PowerPoint で作成中です。分類学から生態学へ視点を換えること

で環境適応の Dynamism を痛感している所です。 

  細川 允史 大学勤務を終了し、東京に戻ってから９年になります。ライフワークとして立ち上げた卸売

市場研究所も活動を続けています。ありがたいことに大きな病気はなく元気です。登山は北



アルプスの五色岳と鹿島槍ヶ岳の 2 回登りました。さすがに若いころのようにはいきません

が。スキーも毎冬手稲に行っています。 

  堀内 信良 会社を息子に譲り、庭作り、畑作りの隠居生活に入りました。 

  真浦 麻知子 元気で過ごしています。 

  松中 照夫 ころな禍で大変な毎日ですが、皆様お元気でしょうか。私はあいかわらず、肥料会社の技術

顧問として週に４日出勤しております。体調はすこぶる快調です。酪農学園のますますの発

展を期待し、願っております。 

  松原 久夫 3 月いっぱいで完全退職しました。楽しみの野球も今年はコロナで全て大会中止、ステイホー

ムで家でゴロゴロしています。皆様コロナにくれぐれも注意して下さい。 

  松本 懿 大学の講義が延期、各種会合が中止。あり余る時間を上手に過ごす術がなかなか身に付きま

せん。 

  三島 徳三 最近、北海道大学出版会から「新渡戸稲造のまなざし」という本を出版しました。関心のある

方はお読み下さい。Amazon など通販で買えます。 

  溝  浩 いつも御案内有難うございます。ことしは実家建替の為、南丹市にある友人の別荘（古民家）

を管理しながら半年間過ごす予定です。貴会のご隆昌を祈ります。 

  宮本 正敏 コロナと共存しなければならない時代は高齢者には厳しいものがあります。その中で「この

今」一日一日をどう生きるか考えます。２０世紀どいつで活躍した哲学者ハイデガーは「人

間は死ぬ存在、だから死を意識すると輝いて生きることが出来る」とのべている。（NHKＥテ

レ世界の哲学者に人生相談）。私はこれからも意欲・気力・体力の維持に努め、テーマを持っ

て生涯学習を継続したく考えています。そしてウルマンの「青春の詩」でのべているような

「青春」の生き方を追求したく願っています。 

  村木 茂明 体調不良のため欠席します。参加の皆様によろしく。 

  村野 紀雄 よろしくおねがいします。 

  村山 昭二 皆様 お元気でお過ごしでしょうか。私は７７才の喜寿の年を過ごしています。のっぽろ幼

稚園の運営に関わっていますが、コロナウィルス感染予防対策で毎日の消毒作業が大へんで

す。１日も早く、平時の生活に戻りたいものです。来年の総会には、皆様とお会い出来ること

を楽しみにしています。 

  室松 正雄 昨年中は家族一同に何事もなく良かったです。今年は春先からコロナ騒ぎで些か体力も気力

も萎え気味だが、生活面は齢相応に病院へ通いながらも持病と程ほどに付き合って平穏に過

ごしています。このコロナ騒動で判ったことは、各国のリーダーと言われる人物が、意外に

も危機管理能力がなく、国際的にもコロナ収束の目途が未だに立たないこと！ 

  矢田貝紀雄 年齢が８８歳になりました。外（ｿﾄ）を歩く時は腰痛のため、杖（ﾂｴ）を使うようになりまし

た。「第４腰痛スベリ症」のためです。寿（ﾄｼ）はとりたくないものですがやむうぇないと思

っています。皆様お元気でお過ごし下さい。以上 



  柳村 俊介 本年 3 月に北海道大学を定年退職し、4 月からは大阪府枚方市に新設された摂南大学農学部

に勤務しています。４６年ぶりの関西の生活 15 年ぶりの私立大学教員となり、新鮮な気持

ちで毎日を過ごしています。 

  山口  博 ご無沙汰しております。毎年総会のお知らせを頂き、感謝いたします。コロナ禍のため、女子

聖学院の中３修学旅行酪農大訪問が中止になり残念です。２名の生徒が酪農大に入学しまし

た。感謝！ 

  山﨑 亮一 東京在住でコロナの脅威を日々感じながら最後の仕事のとりまとめを行っている日々です。

ここまでの歩みを５巻の著作にまとめる予定でおります。 

  山田 大隆 謹啓 ころな禍今年は大変な事と存じます。小生の勤務する北大総合博物館も休館中です。

臨時応援の御対応の労を感謝します。力を合わせて乗り切りたいものです。 

  山田実・紀子 皆様お元気ですか。いつも大変お世話になり心から厚く御礼申し上げます。私達は沖縄の生

活にも、だいぶ慣れ、教会の友人たちに、いろいろと教えられながら楽しく過ごしておりま

す。昨年のクリスマスやお正月は、娘の家族の住むロサンゼルスに一カ月程、行って参りま

した。貴農同志会の御発展を心から祈念申し上げます。 

  湯浅 亮 時下、会長様始め役員の皆様ごくろうさま、ありがとうございます。小生８２才、からだステ

ーションで整体、デイサービスに通っています。囲碁初段をめざして、勉強中。自分史もまと

めたいと考えています。皆様、お元気で！ 湯浅 

  横山 明光 昨年 8 月に突然、心筋梗塞でステント一本の治療を受けました。その後大きな変化もなくす

ごしております。確実に老化は与えられるものなのですね。 

  吉田 眞 ６月頃から遠野ですごす例年ですが、今年は行けません。雑草が気がかりで仕方ありません。

秋風が吹く頃になったらどうでしょう？この時季は厚別にいます。 

  吉野 知男 晴耕雨読生活に変化はないが、それぞれの項目へのスピードが失われて来たようです。Covid-

19 のため楽しみにしている Orchestra”団密”の典型で練習自粛。挑戦している楽しみを失っ

てしまい”淋しさ”を感じています。自粛が融ける頃には多分体力が残っているか心配しなが

らの透析生活を、それなりに楽しんでおります。 

 


